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No. 資料番号 書誌情報 巻冊次 請求記号

1 020009304661 宮内廳書陵部藏本寶物集總索引 / 月本直子, 月本雅幸編 -- 汲古書院,
1993.10

027-4-KOT//6

2 020000064468 漢書新証 / 陈直著 -- 第2版 -- 天津人民出版社, 1979.3 094-13-K

3 020000080690 漢書藝文志注釋彙編 / 陳國慶編 -- 中華書局, 1983.6 094-13-K

4 020009201317 翻訳 / 持田季未子[ほか]著 -- 岩波書店, 1990.12 108-0-GEN//5

5 020009400136 テクストと解釈 / 新田義弘 [ほか] 編集 -- 岩波書店, 1994.3 108-0-IWA//9

6 020000057307
構造主義 : 言語学・詩学・人類学・精神分析学・哲学 / フランソワ・ヴァール [ほ
か] 著 ; 渡辺一民 [ほか] 訳 -- 筑摩書房, 1978.3

116-5-K

7 020000004923 技術論ノート / 星野芳郎著 -- 真善美社, 1948.5 118-5-H

8 020009203786
稿本自然真営道 / 安藤昌益著 -- 農山漁村文化協会, 1982-1984 大序巻・第

25
121-59-AND//1

9 020009203787 稿本自然真営道 / 安藤昌益著 -- 農山漁村文化協会, 1982-1984 第1-第3 121-59-AND//2

10 020200303587 ライプニッツの認識論 : 懐疑主義との対決 / 松田毅著 -- 創文社, 2003.12 134-1-MAT

11 020000079149
生成 : 概念をこえる試み / ミッシェル・セール[著] ; 及川馥訳 -- 法政大学出版
局, 1983.11

135-9-S

12 020000084582 視点 / 宮崎清孝, 上野直樹著 -- 東京大学出版会, 1985.10 141-2-N//1

13 020000091298 視点 / 宮崎清孝, 上野直樹著 -- 東京大学出版会, 1985.10 141-2-N//1

14 020000091041 認知科学の方法 / 佐伯胖著 -- 東京大学出版会, 1986.12 141-2-N//10

15 020000092446 傾いた図形の謎 / 高野陽太郎著 ; 松原仁補稿 -- 東京大学出版会, 1987.6 141-2-N//11

16 020000092652 音楽と認知 / 波多野誼余夫編 -- 東京大学出版会, 1987.7 141-2-N//12

17 020000092653 ことばからみた心 : 生成文法と認知科学 / 大津由紀雄編 -- 東京大学出版会,
1987.8

141-2-N//13

18 020000093389
からだ : 認識の原点 / 佐々木正人著 ; 竹内敏晴, 佐伯胖対談 -- 東京大学出
版会, 1987.11

141-2-N//15

19 020000093580 なぜ人は書くのか / 茂呂雄二著 ; 汐見稔幸補稿 -- 東京大学出版会, 1988.1 141-2-N//16

20 020000094196 比喩と理解 / 山梨正明著 -- 東京大学出版会, 1988.3 141-2-N//17

21 020000095120 決定を支援する / 小橋康章著 ; 市川伸一補稿 -- 東京大学出版会, 1988.6 141-2-N//18

22 020000084583 日常言語の推論 / 坂原茂著 -- 東京大学出版会, 1985.10 141-2-N//2

23 020000096407 機械の知人間の知 / 辻井潤一, 安西祐一郎著 -- 東京大学出版会, 1988.10 141-2-N//20

24 020000098749
神経回路網モデルとコネクショニズム / 甘利俊一著 ; 黒崎政男補稿 -- 東京大
学出版会, 1989.7

141-2-N//22

25 020000104154
チンパンジーから見た世界 / 松沢哲郎著 ; 波多野誼余夫道案内 -- 東京大学
出版会, 1991.7

141-2-N//23

26 020000084834 コンピュータのパターン認識 / 長尾真著 -- 東京大学出版会, 1985.12 141-2-N//3

27 020000084584 理解とは何か / 佐伯胖編 -- 東京大学出版会, 1985.11 141-2-N//4

28 020000091362 読むということ / 御領謙著 -- 東京大学出版会, 1987.2 141-2-N//5

29 020000091637 認知とパフォーマンス / 梅本尭夫著 -- 東京大学出版会, 1987.3 141-2-N//6

30 020000087312 心の科学は可能か / 土屋俊著 -- 東京大学出版会, 1986.8 141-2-N//7

31 020000086500 知るということ : 認識学序説 / 渡辺慧著 -- 東京大学出版会, 1986.6 141-2-N//8

32 020000085285 緊急時の情報処理 / 池田謙一著 -- 東京大学出版会, 1986.2 141-2-N//9

33 020009705430
倒錯とユートピア / ジョエル・ホワイトブック著 ; 桑子敏雄, 鈴木美佐子訳 -- 青
土社, 1997.12

146-1-WHI

34 020000003714 迷信の実態 / 迷信調査協議会編 -- 技報堂, 1949.9 147-0-M

35 020200103178
ラオ人社会の宗教と文化変容 : 東北タイの地域・宗教社会誌 / 林行夫著 -- 京
都大学学術出版会, 2000.4

182-237-HAY

36 020000003048 日歐通交史 / 幸田成友著 -- 岩波書店, 1942.6 210-18-K

37 020000015309 日歐通交史 / 幸田成友著 -- 岩波書店, 1942.6 210-18-K

38 020000015292 國史の研究 / 黒板勝美著 -- 更訂 -- 岩波書店, 1931.8-1936.1 各説上 210-1-K

39 L21293 辛亥革命前十年間时論选集 / 張枬, 王忍之編 第2巻上 222-07-S//2/1

40 L21294 辛亥革命前十年間时論选集 / 張枬, 王忍之編 第2巻下 222-07-S//2/2

41 020309602598 中国文化大革命事典 / 陳東林, 苗棣, 李丹慧主編 ; 西紀昭他訳 -- 中国書店,
1997.1

222-077-TYU

42 020009203899 タイ : 歴史と文化 : 保護-被保護関係と倫理 / 田中忠治著 -- 日中出版, 1988.1 223-7-TAN

43 020009201484 フィリピンの事典 / 石井米雄監修 ; 鈴木靜夫, 早瀬晋三編 -- 同朋舎出版,
1992.4

302-248-PHI

44 020309503300 梁啟超未刊書信手迹 / 梁啓超[著] ; 中華書局編輯部[編] -- 中華書局, 1994 上 312-22-LIA//1

45 020309503301 梁啟超未刊書信手迹 / 梁啓超[著] ; 中華書局編輯部[編] -- 中華書局, 1994 下 312-22-LIA//2

46 020200500890 御觸書天保集成 / 高柳眞三, 石井良助編 -- 岩波書店, 1937.11-1941.3 上 322-15-OHU//1

47 020200500891 御觸書天保集成 / 高柳眞三, 石井良助編 -- 岩波書店, 1937.11-1941.3 下 322-15-OHU//2

48 020000080917 家と戸籍の歴史 / 石井良助著 -- 創文社, 1981.2 322-1-I//6

49 020000026867
封建社會崩壞過程の研究 : 江戸時代における諸侯の財政 / 土屋喬雄著 -- 弘
文堂書房, 1927.4

332-1-T

50 020000013994 日本經濟史の研究 : 合本 / 内田銀藏著 -- 同文館, 1924.10 332-1-U

人文科学図書館



51 020000063158 共同社会・結社・国家 / マキーバー原著 ; 原実訳説 -- 社会評論社, 1928 361-0-M

52 020000059451
都市 : 人間生態学とコミュニティ論 / R.E.パーク [ほか] 著 ; 大道安次郎, 倉田
和四生共訳 -- 鹿島出版会, 1972.9

361-48-P

53 020000074859
地域社会学の諸問題 : 山岡栄市教授古稀記念論文集 / 山岡栄市教授古稀記
念論文集編集委員会編 -- 晃洋書房, 1979.11

361-48-T

54 020000029877 組織の社会学的分析 / A.エチオーニ著 ; 綿貫譲治監訳 -- 培風館, 1966.9 361-4-E

55 020010006325 韓国両班同族制の研究 / 江守五夫, 崔龍基編 -- 第一書房, 1982.8 361-4-K

56 020000096591 婚姻 / 穗積重遠, 中川善之助責任編輯 -- 河出書房, 1937.10 362-0-K//1

57 020009402837 家族農業経営の変革と継承 / 日本村落研究学会編 -- 農山漁村文化協会,
1994.10

362-1-S//30

58 020000038893 家族慣行と家制度 / 竹内利美著 -- 恒星社厚生閣, 1969.10 362-1-T

59 020000007970 近世中國宗族研究 / 牧野巽著 -- 日光書院, 1949.7 362-22-M

60 020000099135
労働力の国際的移動 : 奴隷化に抵抗する移民労働者 / ロビン・コーエン著 ; 清
水知久訳 -- 明石書店, 1989.8

366-2-COH

61 020010005323 学級づくりの計画と実践 -- あゆみ出版, 1986 小学1年 375-1-G

62 020010005324 学級づくりの計画と実践 -- あゆみ出版, 1986 小学2年 375-1-G

63 020010005325 学級づくりの計画と実践 -- あゆみ出版, 1986 小学3年 375-1-G

64 020010005326 学級づくりの計画と実践 -- あゆみ出版, 1986 小学4年 375-1-G

65 020010005327 学級づくりの計画と実践 -- あゆみ出版, 1986 小学5年 375-1-G

66 020010005328 学級づくりの計画と実践 -- あゆみ出版, 1986 小学6年 375-1-G

67 020010005547 学級づくりと社会科授業の改造 / 有田和正著 -- 明治図書出版, 1985.2-1985.7 低学年 375-3-A

68 020010003874 達成目標を明確にした社会科授業改造入門 / 伊東亮三編著 -- 明治図書出
版, 1982

375-3-I

69 020010004236 子どもを生かす社会の教え方 / 歓喜隆司編 -- 明治図書出版, 1984.2 小学1年 375-3-K

70 020010004237 子どもを生かす社会の教え方 / 歓喜隆司編 -- 明治図書出版, 1984.2 小学2年 375-3-K

71 020010004238 子どもを生かす社会の教え方 / 歓喜隆司編 -- 明治図書出版, 1984.2 小学3年 375-3-K

72 020010004239 子どもを生かす社会の教え方 / 歓喜隆司編 -- 明治図書出版, 1984.2 小学4年 375-3-K

73 020010004240 子どもを生かす社会の教え方 / 歓喜隆司編 -- 明治図書出版, 1984.2 小学5年 375-3-K

74 020010004241 子どもを生かす社会の教え方 / 歓喜隆司編 -- 明治図書出版, 1984.2 小学6年 375-3-K

75 020010002728
たのしくわかる社会科1年の授業 / 歴史教育者協議会編 -- 改訂新版 -- あゆ
み出版, 1983.5

375-3-S

76 020010002729
たのしくわかる社会科2年の授業 / 歴史教育者協議会編 -- 改訂新版 -- あゆ
み出版, 1983.5

375-3-S

77 020010002731
たのしくわかる社会科4年の授業 / 歴史教育者協議会編 -- 改訂新版 -- あゆ
み出版, 1983.5

375-3-S

78 020010002732
たのしくわかる社会科5年の授業 / 歴史教育者協議会編 -- 改訂新版 -- あゆ
み出版, 1983.5

375-3-S

79 020010002733
たのしくわかる社会科6年の授業 / 歴史教育者協議会編 -- 改訂新版 -- あゆ
み出版, 1983.5

375-3-S

80 020010003047 社会科到達度評価指導事例集 / 鈴木敏昭編 -- 明治図書出版, 1983.6 小学1･2年 375-3-S

81 020010003048 社会科到達度評価指導事例集 / 鈴木敏昭編 -- 明治図書出版, 1983.6 小学3年 375-3-S

82 020010003049 社会科到達度評価指導事例集 / 鈴木敏昭編 -- 明治図書出版, 1983.6 小学4年 375-3-S

83 020010003050 社会科到達度評価指導事例集 / 鈴木敏昭編 -- 明治図書出版, 1983.6 小学5年 375-3-S

84 020010003051 社会科到達度評価指導事例集 / 鈴木敏昭編 -- 明治図書出版, 1983.6 小学6年 375-3-S

85 020010004248
社会科の学習課題づくりと授業展開 / 木原健太郎,高橋貞夫編 -- 明治図書出
版, 1983.6

375-3-S

86 020010004249 子どもとつくる楽しい社会科授業 / 佐々木勝男著 -- 明治図書出版, 1983 375-3-S

87 020010005557 社会科教育研究年鑑 / 教育情報センター編 -- 明治図書出版, 1985- '85年版 375-3-S

88 020010002915 新しい低学年の指導 / 溝上泰編 -- 明治図書出版, 1978.10 375-3-S//1

89 020010002916 新しい地域学習の指導 / 溝上泰編 -- 明治図書出版, 1978.10 375-3-S//2

90 020010002917 新しい産業学習の指導 / 溝上泰編 -- 明治図書出版, 1978.10 375-3-S//3

91 020010002918 新しい歴史学習・政治学習の指導 / 溝上泰編 -- 明治図書出版, 1978.10 375-3-S//4

92 020010003835 社会科わかる教え方 / 上田薫編 -- 新版 -- 国土社, 1980 1年 375-3-U

93 020010003836 社会科わかる教え方 / 上田薫編 -- 新版 -- 国土社, 1980 2年 375-3-U

94 020010003837 社会科わかる教え方 / 上田薫編 -- 新版 -- 国土社, 1980 3年 375-3-U

95 020010003838 社会科わかる教え方 / 上田薫編 -- 新版 -- 国土社, 1980 4年 375-3-U

96 020010003839 社会科わかる教え方 / 上田薫編 -- 新版 -- 国土社, 1980 5年 375-3-U

97 020010003840 社会科わかる教え方 / 上田薫編 -- 新版 -- 国土社, 1980 6年 375-3-U

98 020010005050 図録農民生活史事典 / 秋山高志 [ほか] 共編 -- 柏書房, 1979.7 382-1-N

99 020010005051 図録山漁村生活史事典 / 秋山高志 [ほか] 共編 -- 柏書房, 1981.8 382-1-S

100 020000099906 巫女と仏教史 : 熊野比丘尼の使命と展開 / 萩原龍夫著 -- 吉川弘文館,
1983.6

387-0-HAG

101 020009700464 祖先祭祀と韓国社会 / R.ジャネリ, 任敦姫著 ; 樋口淳 [ほか] 訳 -- 第一書房,
1993.12

387-0-JAN

102 020000075770
かくれた次元 / エドワード・ホール [著] ; 日高敏隆, 佐藤信行訳 -- みすず書房,
1970.10

389-0-H

103 020000050310 タイ族 : その社会と文化 / 綾部恒雄著 -- 弘文堂, 1971.6 389-237-A



104 020010011621 多変量解析ハンドブック / 柳井晴夫, 高木廣文編著 -- 現代数学社, 1986.4 417-0-YAN

105 020009702861 運動制御と運動学習 / 宮本省三, 沖田一彦選 -- 協同医書出版社, 1997.6 491-367-UND

106 020009801422 運動制御と運動学習 / 宮本省三, 沖田一彦選 -- 協同医書出版社, 1997.6 491-367-UND

107 020000096601 近世商人意識の研究 : 家訓及店則と日本商人道 / 宮本又次著 -- 有斐閣,
1941.12

672-1-M

108 020009800051 文法 / 益岡隆志 [ほか] 著 -- 岩波書店, 1997.11 808-0-IWA//5

109 020200200811 新語はこうして作られる / 窪薗晴夫著 -- 岩波書店, 2002.7 814-7-KUB

110 020309502443 小説の精神 / ミラン・クンデラ[著] ; 金井裕, 浅野敏夫訳 -- 法政大学出版局,
1990.4

901-3-KUN

111 020000052220
世界文学鑑賞辞典 / 鈴木幸夫編 -- 東京堂出版, 1962.6-1963.5 1 イギリス･

アメリカ編
903-3-S//1

112 020000067077
スペイン内戦をめぐって : イギリスの一九三〇年代文学 / 小野協一著 -- 研究
社出版, 1980.6

930-2-O

113 020200201463 フランス中世の文学生活 / ピエール=イヴ・バデル [著] ; 原野昇訳 -- 白水社,
1993.5

950-2-BAD

114 021009205034
Moral thinking : its levels, method, and point / by R.M. Hare -- Clarendon
Press, 1981

150-1-HAR

115 021000016756 The methods of ethics / by Henry Sidgwick -- 7th ed. repr -- Macmillan, 1967 150-1-S

116 021000005878
Man's great adventure : an introduction to world history / by Edwin W. Pahlow
-- Rev. [ed.] -- Ginn, 1942

209-0-P

117 L5880 Man's great adventure : an introduction to world history / by Edwin W. Pahlow 209-0-P

118 172 The outline of history, being a plain history of life and mankind / by H.G. Wells 209-0-W

119 021000004650
Social control : a survey of the foundations of order / by Edward Alsworth
Ross -- Macmillan, 1901

361-1-R

120 021000001749
Community : a sociological study : being an attempt to set out the nature and
fundamental laws of social life / by R.M. MacIver -- 2nd ed -- Macmillan, 1920

361-4-M

121 021010006208
Phonology in the twentieth century : theories of rules and theories of
representations / Stephen R. Anderson -- University of Chicago Press, 1985

801-1-A

122 021000058949
Phonology in the twentieth century : theories of rules and theories of
representations / Stephen R. Anderson -- University of Chicago Press, 1985

801-1-AND

123 021000044900
Current approaches to phonological theory / edited by Daniel A. Dinnsen ;
contributors, Stephen R. Anderson ... [et al.] -- Indiana University Press, c1979

801-1-D

124 021000061098 Semantic structures / Ray Jackendoff -- MIT Press, c1990 801-2-JAC

125 020009702037
Readings in language and mind / edited by Heimir Geirsson and Michael
Losonsky -- Blackwell, 1996

: pbk 801-2-REA


